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第2793回 髙木茂年度 第12回 会報 2017 10 25 司会 和気勝利 君

出席報告 出席委員会 大島三千三 君 （出席規定の免除会員数5名）

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU数 修正出席率

本日 10月25日 38 29 9（3） 91.4％

前回 10月18日 38 27 11（3） 82.0% 2 87.8%

欠席の場合は前日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上 石山桂子）
メール qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
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21日22日の2日間開催される予定でした「那須
野巻狩まつり」は台風の影響で22日は中止にな
りました。関係者や、楽しみにしていた方々に
とっては残念でした。巻狩まつりを開催するよう
になった由来は昔、源頼朝が1193年那須野が原
一帯で行われた狩の光景を思い浮かべ始めた
そうです。ここで「那須野巻狩」について話してみ
たいと思います。
「那須野巻狩」は鎌倉時代初期の建久四年
（1193年）、那須地方に一つの歴史に残る催しが
行われました。源頼朝による那須野の巻狩であり
ます。この狩は単なる狩猟ではなく、軍隊の大演

習的なものであったようです。その場所は、現在
の那須塩原市、大田原市、那須町にまたがる広
範な地域で、その大規模な狩にちなんでつけら
れたという地名がいくつかあります。
市内の東小屋、上郷屋、南郷屋は勢子の宿舎
があった場所であり、那須町の夕狩は、夕方に
狩をした場所で、弓落しは鹿を射止めた時に弓
を落としてしまった場所のようです。また市内の無
栗屋は食物を調理した所と言われています。
将軍の狩ということでその準備も大変だったらし
いですが、あらかじめ那須地方の領主那須光資
に準備のため領地を増やすよう分け与えたようで
す。また将軍の宿舎は富士山麓にあったものを
わざわざ北金丸に移転したようです。
金丸は太平洋戦争の時は陸軍の演習場として
使われていた場所です。埼玉には飛行場ができ、
その開場式典で、複葉機が皆の見ている前で墜
落しました。私の叔母もみていたそうです。戦後
飛行場にいた軍人軍属が多く黒磯に住み着いて
おります。戦後の貧しい時代に、金丸演習場で
使われていた兵舎を建設資材不足で移築して黒
磯中学校の校舎にしてその教室で私たちは勉強
しました。八百年以上前の時を思い浮かべ現代
までの地元の歴史を勉強したい気持ちになって
きました。余裕が出来たら地元の歴史をみつめ
たいとおもいます。
以上で会長挨拶といたします。

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU数 修正出席率

10月18日 38 27 11（3） 82.0%

10月 5日 38 33 5（4） 97.4％ 0 97.4％

先週（10月18日）報告分

今週（10月25日）報告分
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会報委員会 藤﨑善隆副委員長

会報を毎週メール配信しておりますが、メール
の届いていない方がいらっしゃいましたら、メー
ルアドレスを田中委員長か藤崎へお知らせくださ
い。

ゴルフ愛好会 津久井誠二会員

村山茂副幹事

村山茂君

泉道夫会員
二人目の孫が生まれました。
植竹一裕会員

仕事落ち着きました。これからちゃんと出席しま
す。
藤﨑善隆会員

新潟・金沢・能登への出張続きで観月会に出席
できず残念でした。
津久井誠二会員

10月8日ゴルフ愛好会第1回コンペが無事開催
できました。ご協力ありがとうございました。
安藤讓治会員

観月会、ご出席頂きありがとうございました。

秋間忍広報委員長

髙木茂年度広報委員長を仰せ付かりました秋
間忍でございます。今日は広報委員会と雑誌委
員会の卓話と言うことで前半を私が担当させてい
ただきます。
広報委員会と言う呼び方自身、既に公共イメー
ジ委員会という言葉に置き換えられておりまして
地区では現在広報委員会ではなくて公共イメー
ジ委員会という名前で旧広報委員会の役割分担
が遂行されるような組織になっております。呼び
方が変わっても会員拡大が叫ばれている今日、
広報委員会の使命は我々ロータリーの活動をい
かに正しく、広く世間の方に知っていただけるか
どうかと言うことに尽きます。
本年度の事業方針にも挙げさせていただきまし
た通り、まず黒磯ロータリークラブのホームペー
ジをできるだけ頻繁に更新するという目標を掲げ
させていただきました。先程会報委員会からメー
ルによる会報配信のご案内がありましたが、黒磯

髙木茂年度第12回幹事報告
1. ガバナー事務所より『地区ロータリー公
共イメージ並びに会員増強セミナー』開
催の連絡がございました。秋間忍公共イ
メージ委員、福田逸男会員増強委員長に
連絡いたしました。

2. 同じくガバナー事務所より社会奉仕研究
セミナーのご案内が届きました。鈴木隆
子社会奉仕委員長様に連絡致しました。

1. 髙木茂年度第1回コンペ 結果報告
10月8日（日）、塩原カントリークラブにて
開催され、和気勝利さんが優勝されまし
た。ネット71の素晴らしい成績です。

2. 第2回コンペ開催予定のご案内
12月10日（日）、那須黒羽ゴルフクラブに
於いて予定しております。担当幹事は戸
野俊介さんです。

3. ゴルフ愛好会会員登録のお願い
愛好会の会員は長らく更新制でしたが、
本年度は会員登録の可否について、改
めて確認させて頂くことに致しました。レ
ターボックスに書面を備えますので、ご
登録のほどお願い致します。



10月18日欠席(敬称略)
荒井昌一・植竹一裕・相馬征志・髙木慶一
月江寛智・時庭稔・戸野俊介・平山博
福田逸男・深町彰・藤﨑善隆

前回10月18日分メークアップ(敬称略)
時庭稔・相馬征志

次回例会 平成29年11月8日 担当 青少年奉仕委員会

近隣クラブ例会日
火曜日 西那須野/いとう屋 0287-36-0028

近隣クラブ例会日
木曜日 大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525

木曜日 塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211 木曜日 那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000
木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165 金曜日 黒羽/ホテル花月 0287-54-1105

会報委員会：田中 徹・藤崎善隆・鳥居輝一
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ロータリークラブのホームページにあるダウンロー
ドサイトからいつでも最新の会報を入手できるよう
にしてありますのでこちらもご活用ください。
それから広報委員会のもう1つの事業として毎年
年末にかけてフォトコンテストを行っております。
ただ近年は作品の応募者、投票者ともに少なく
なってきていて、なにか関心が高まる妙案はない
かとアイデアを募集しております。例えば、会員拡
大やロータリークラブクラブの公共イメージ向上に
つながる動画もフォトコンテストの対象にしてはど
うかなどいろいろ模索しております。各位のご意
見をいただきながら募集要項を11月上旬には取
りまとめ皆様にお配りしたいと考えておりますので、
御応募、投票ともにご協力の程よろしくお願い申
し上げます。

相馬征志雑誌委員長

雑誌委員会の仕事は、『ロータリーの友』を読ん
でいただき、委員会の実施プログラムのうち全国
に知らせたいものについて編集部に原稿等を送

ることであります。出席・会費納入・ロータリーの
友を行動するというのが、3つのロータリアンの義
務でありますが、3つ目は果たしているでしょう
か？
ロータリアンすら興味をひかない機関誌を、学
校や公民館・図書館に配布しておりますが、一
般の方に果たして読んで頂けるものかと考えて
おります。
また、紙にしたものを読む時代ではなくなって
きております。デジタル化してホームページなど
で読めるようにするべきではないかと考えており
ます。実際に『ロータリーの友』の雑誌としての寿
命は長くないのではないかなと考えます。独立部
門として運営できる経費を会員が負担しているわ
けですが、それが本当に有意義な資金の使い方
か考えていかなければならないと思います。
また、ロータリーの奉仕活動について申し上げ
ます。
ロータリーの奉仕活動は年度・時期によって変
わってきておりますが、かつて国際奉仕は各クラ
ブ競って取り組んでおりました。
国際社会奉仕委員会として独立していた時期
もあり、大田原や西那須野のクラブでは特に一
生懸命やっておられたものです。
私の入会して間もない頃に、マレーシア・クアラ
ルンプールのロータリークラブへ支援を申し出ま
したところ、盲人用杖の支援の依頼がありました。
委員会予算と会員への臨時の支援要請を行い
マレーシアのセント・ジョーンズ学園へお届したこ
ともありました。赤十字病院で血液を入れる袋の
支援なども行ったこともあります。
ロータリーの行う国際奉仕はそのように積極的
に動いていくもので、当時に比べますと最近は
少し停滞してるのではないかな、とも感じておりま
す。

10月25日欠席(敬称略)
荒井昌一・稲垣政一・薄孝明・黒澤洋一
髙木慶一・田中徹・豊田哲司・福田逸男
深町彰・


